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平成２８年度事業報告書 
（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで） 

Ⅰ 庶務の概要 
 １ 会議等 

(1) 理事会、評議員会                          

年月日 事項 主な内容 
H28.5.19 第１回理事会 

（林業会館会議室） 
平成27年度事業報告及び決算の承認 
変更認定申請書案の承認 
平成28年度定時評議員会の開催 
平成28年度臨時評議員会の開催 

H28.6.9 定時評議員会 
（愛知県議会議事堂会議室） 

平成27度決算の承認 

H28.6.9 臨時評議員会 
（愛知県議会議事堂会議室） 

理事の任期満了に伴う理事の選任 
監事の任期満了に伴う監事の選任 

H28.6.9 臨時理事会 
（愛知県議会議事堂会議室） 

代表理事の選定 
業務執行理事の選定 

H28.12.6 第３回理事会（みなし決議） 平成28年度収支予算の二次補正について 

H29.2.9 第４回理事会 
（林業会館研修室） 

平成29年度事業計画及び収支予算 
平成28年度第３回評議員会の開催 

H29.3.22 第５回理事会（みなし決議） 理事の辞任及び選任について 

H29.3.27 第３回評議員会 
（愛知県議会議事堂会議室） 

理事の辞任及び選任 

H29.3.27 第６回理事会 
（愛知県議会議事堂会議室） 

業務執行理事の選定 
事務局長任命の承認 

(2) 運営委員会 

年月日 事項 主な内容 
H28.6.7 第１回運営委員会 

（林業振興基金事務室） 
平成28年度愛知県林業振興基金事業計画 
平成28年度7～9月高性能林業機械の貸付 

H28.8.8 第２回運営委員会 
（林業振興基金事務室） 

平成28年度基金事業の実施状況 
平成28年度基金高性能林業機械の導入（購入） 

H28.9.5 第３回運営委員会 
（林業振興基金事務室） 

平成28年度10～12月高性能林業機械の貸付 
平成28年度高性能林業機械購入契約等 

H28.10.17 第４回運営委員会（書面審査） 平成28年度高性能林業機械活用促進助成事業 
H28.11.29 第５回運営委員会 

（林業振興基金事務室） 
平成29年1～3月高性能林業機械の貸付 
平成28年度導入高性能林業機械の利用・研修等 

H29.3.6 第６回運営委員会 
（林業振興基金事務室） 

平成29年4～6月高性能林業機械の貸付 
平成28年度導入高性能林業機械の利用・研修等 

  (3) その他会議等 

年月日 事項 主な内容 
H28.4.18 県林務関係職員打合会 

（愛知県三の丸庁舎） 
県事務所基金事業担当者への事業説明 

H28.4.25 緑の雇用事業説明会第１回 
（岡崎市民会館） 

認定事業体への緑の雇用対策事業の説明 

H28.9.9 愛知県財政的支援団体等監査（事務局監査）
（林業会館研修室） 

地方自治法第199号第199条第７項に基づく愛知
県の監査委員事務局監査（平成27年度対象） 

H28.10.20 愛知県財政的支援団体等監査（委員監査） 
（林業会館研修室） 

地方自治法第199号第199条第７項に基づく愛知
県の監査委員監査（平成27年度対象） 

H28.11.22 公益法人認定法に係る立入検査 
（林業振興基金事務室） 

公益法人認定法第 27 条第１項に基づく愛知県及
び愛知県公益認定等審査会の立入検査 

H29.1.11 緑の雇用事業委託業務実施状況調査（全国森林組合連合会）

（林業振興基金事務室） 
緑の雇用事業委託業務について委託先（全国森林
組合連合会）による監査 

H29.2.28 林業振興基金高性能林業機械検討会議 
（西三河総合庁舎）

基金の機械化推進の取組と今後について 
平成29年度高性能林業機械貸付事業について 

H29.3.3 緑の雇用事業説明会第２回 
（岡崎市竜美丘会館） 

認定事業体への緑の雇用対策事業の説明 
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２ 登記に関する事項（名古屋法務局） 

登記年月日 事項 

H28.6.10 評議員等の変更登記 

３ 許認可等に関する事項 

年月日 事項 

H28.5.2 登録教習機関の登録（小型移動式クレーン運転技能講習、玉掛け技能講習）（愛知労働局長） 

４ 認定法に基づく報告事項（愛知県知事） 

 年月日 事項 

（H28.5.19   変更認定申請（公益目的事業の内容の変更））

H28.6.9 平成２７年度事業報告等に係る提出書 

(H28.6.20      変更認定（公益目的事業の内容の変更)) 

H28.6.22 評議員等の変更届 

H29.2.10 平成２９年度事業計画等に係る提出書 

 ５ 役員等に関する事項 

(1) 評議員 

職名 氏名 現職名 

評議員 三浦 孝司 愛知県森林協会会長 

評議員 加藤 龍己 愛知県木材組合連合会専務理事 

評議員 後藤 齊 指導林家 

評議員 近藤 稔 名古屋大学大学院生命農学研究科助教 

評議員 野田 俊昌 愛知県農林水産部技監 

(2) 理事 

職名 氏名 現職名 

代表理事 村松 幹彦 愛知県森林組合連合会代表理事会長 

理事 山本 剛久 愛知県農林水産部林務課長 

理事 前田 徹 愛知県農林水産部森林保全課長 

理事 古澤 彰朗 豊田市森林課長 

理事 木俣 弘仁 岡崎森林組合統括リーダー 

理事 鈴木 金也 新城市森林課長 

理事 村松 博雄 豊根森林組合総務課長 

業務執行理事 佐竹 政利 愛知県林業振興基金事務局長 

(3) 監事 

職名 氏名 現職名 

監事 遠島 敏行 サカエ税理士法人 

監事 今井 俊輔 愛知県森林組合連合会 
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Ⅱ  事業活動の概要 

平成２８年度は、林業の機械化の推進や担い手の育成及び緑化用樹木の生産技術の向上・普及

など、本県林業の活性化に関する事業を、愛知県、関係市町村、愛知県森林組合連合会及び関係

森林組合、林業事業体等の協力の下、事業計画に基づき実施した。 

 １  高性能林業機械利活用事業                   ２４，３０８，７１５円 

  (１)  高性能林業機械貸付事業      

認定事業体を対象に、高性能林業機械を貸し付ける事業等を実施した。 

ア 機械の個別貸付 

林業生産性の向上と就労条件の改善を目的に、基金所有の高性能林業機械を認定事業体

に貸し出した。                 

○ 機械及び装置（ハーベスタ、タワーヤーダ）の購入 

ハーベスタ 

Konrad社WOODY50    

ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ 0.5m3 ｸﾗｽ小旋回  １台  

契約金額  30,240,000円（消費税込）  

契約日 平成28年8月19日  

納入日 平成29年2月1日

タワーヤーダ 

ｲﾜﾌｼﾞ TY-U5C １台  

契約金額  41,040,000円（消費税込）   

契約日 平成28年8月19日  

納入日 平成28年12月5日

＊ 国庫補助金を導入（平成27年度補正合板・製材生産性強化基金活用事業補助金）

 補助率1/2  補助対象額 66,000,000円 補助金額 33,000,000円

 イ 機械維持管理
     高性能林業機械１０台の法定点検、巡回点検及び修繕を行い、機械の安全作業のための

メンテナンス等を実施した。

機械名 台数 貸付日数 借受者

プロセッサ ２台 ６６８ ２森林組合

ハーベスタ ２台 ３６２ １森林組合、１事業体

スイングヤーダ １台 ３３４ １事業体

タワーヤーダ １台 ２８ １森林組合

ウッドライナー １台 ３３４ １事業体

フォワーダ ３台 １，００２ ２森林組合、２事業体

計 １０台 ２，７２８
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(２)  高性能林業機械導入助成事業   

認定事業体が国又は県が実施する補助事業を活用して高性能林業機械を導入する経費の

うち、自己負担金の一部を助成するもので、事業体からの要望により計画をしたが、国の

予算がつかず採択されなかったため、今年度導入助成対象がなくなった。 

(３)  高性能林業機械研修等助成事業                     

ア 技術向上研修      

認定事業体が機械を操作する就労者に対して受講させる技能講習や技術・技能向上のた

めの研修等の経費に対して助成した。 

助成先 内容 

設楽森林組合、豊根森林組合、東栄町森林組合、

（株）緑豊、丸兼林業(有) 

タワーヤーダ索張等研修 

イ 新作業システム取組支援

認定事業体が主体となり今後活用・導入が期待される高性能林業機械の作業システム等

の実証に要する経費に対する助成であるが、応募がなく基金としては支出しなかった。 

(４)  高性能林業機械活用促進助成事業                 ２，４４０，９６８円 

認定事業体が実施する作業ポイント等の造成経費や、未利用材等の集配・積み込み等に

必要な機械経費について助成した。 

助成先 内容 

豊田森林組合、東栄町森林組合 作業ポイント造成 
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 ２  林業担い手確保・育成事業                   ２８，０７４，８２４円 

(１)  林業就業支援事業                         

ア 林業雇用改善推進                                     

林業就業支援地域アドバイザーによる林業就業希望者のための就業相談や情報提供、林

業事業主に対する雇用条件の改善等に関する指導、雇用情報の収集（情報誌発行（林業雇

用情報あいち30号）、研修等（林業雇用改善等推進会議（ 労働局主催9月30日参加）、雇

用改善研修会（10月18日））を実施した。 

 ○ 林業・木材産業就業懇談会 

日 時 平成28年6月13日  

場 所 愛知県木材会館

出席者 ３林業高校、県木連、県森連、県林務課、

８木材産業関連企業、２森組、基金

 ○ 農林漁業就職フェア 

日 時 平成28年8月10日   

場 所 住友生命ビル１階大会議室

内 容 ガイダンス、個別相談、

事業所面接（林業：3事業体） 

来場者 81名 林業個別相談 25名

○ 林業雇用管理改善研修会 

 日 時 平成28年10月18日  

場 所 岡崎市竜美丘会館

内 容「安全は経営のトップから」

「労働基準法と労務管理等について」

参加者 21名

イ 林業就業支援講習

林業就業希望者を対象に、林業に対する職業理解、安全衛生教育及び現地講習、林業関

係施設の見学等を実施した。  

平成28年4月18日～5月13日（16日間） 14名  

ウ 林業労働力確保支援センター業務                 

支援センターを開設し、林業事業体に対し雇用改善等の相談指導を行った。 
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(２) 「緑の雇用」現場技能者育成推進事業             １８，５６７，４７８円 

ア 林業作業士(フォレストワーカー)育成研修          

 認定事業体の現場技能者を段階的かつ体系的に育成するため、経験年数に合った研修カ

リキュラムに基づく研修の実施（集合研修）や、認定事業主が実施するＯＪＴ研修に対す

る指導、監督・検査業務を実施した。 

１年目研修 ２年目研修 ３年目研修 指導員研修 

7名（2森組、4事業体） 9名（3森組、6事業体） 7名（1森組、4事業体） 4名（2森組）

○ 集合研修 

フォレストワーカー（１年目）  平成28年6月3日～10月28日（27日間）

フォレストワーカー（２年目）    平成28年6月10日～10月17日（24日間） 

フォレストワーカー（３年目）  平成28年6月14日～10月25日（21日間） 

指導員研修

平成28年5月25日～5月27日

（3日間）
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イ 新規就業者の確保                       

林業就業希望者を対象に、森林・林業の仕事の内容や就業までの流れなど林業に関する

情報提供や就業相談等を実施した。 

○ 森林の仕事ガイダンス

平成28年11月20日（日） 国際センターホール  参加者数 48名 愛知県内事業体相談者延べ114名 

               ＊ 岐阜県森林公社と合同開催。  ＊専用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ ・゙ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ開設等により周知を図った。  

○ 森林の仕事ガイダンス（全国森林組合連合会主催）に参加 

       大阪会場   平成29年1月28日（土） 相談者  593名（うち愛知県11名） 

       東京会場   平成29年2月 4日（土） 相談者1,108名（うち愛知県28名） 

             名古屋会場 平成29年2月11日（土） 相談者  256名（うち愛知県40名） 

(３)  林業架線作業主任者講習等事業                   

架線系高性能林業機械等を操作する上で必要な林業架線作業主任者を育成するため、

林業架線作業主任者免許規程で定められた講習について、講習機関である森林・林業技

術センターと連携し実施することとしていたが、本年度県は、国庫補助事業を導入して

独自で実施した。 （平成28年6月8日～7月9日（17日間） 参加者９名（認定事業体８名））

本年度基金で導入したタワーヤーダ（架線系高性能林業機械）の使用にあたっては、

林業架線作業主任者資格者の従事に加え、安全操作のための研修が必要であるため、借受

希望事業体に対しタワーヤーダの索張研修を実施した。

日 時 平成29年1月30日～2月3日 

（5日間）  

場 所 豊田市稲武町地内

参加者 10名

(４)  新規林業就業者雇用対策助成事業                 

認定事業主が新規林業就業者を雇用するにあたり負担した住環境の整備、職場環境の

整備、装備品の導入等に要する経費に対し定額助成した。 

助成先 ２森林組合（２名）、１事業体（１名） 
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 (５)  普及啓発事業                                    

ア 林業現場見学                                    

県内の林業関係高校生等を対象に、林業現地見学等を行い、森林・林業の重要性や林

業就業についての普及啓発を図った。 

平成28年9月28日 

猿投農林高校 生徒40名 

         豊田森林組合・原木流通センター 

         高性能林業機械作業地等 

       平成28年12月7日   

田口高校 生徒20名 

伐採施業地、ｻﾃﾗｲﾄ土場、 

設楽森林組合施設等 

       平成28年12月13日   

安城農林高校 生徒38名 

岡崎森林組合による林業講習会（雨天） 

（木材生産、組合の概要等） 

イ 林業作業見学等

林業に就業希望や関心のある方等を対象に、森林・林業への理解、就業への動機づ

け等の普及啓発を図るため、林業就業の説明、間伐等の林業作業見学等を実施した。 

平成28年12月10日  豊田森林組合、高性能林業見学等 参加者20名 

＊ 林業に就業希望や関心のある方を対象に実施 

  相談や森林の仕事ガイダンスと連携（就業支援受託金により実施） 
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３  愛知県植木センター管理運営事業                 ５９，９０９，６８２円 

    愛知県内における緑化用樹木の生産振興及び造園技術の向上・普及のため、緑化用樹木の

生産及び造園に関する指導及び研修、調査研究、情報収集提供等の業務を行った。 

当事業は、愛知県植木センターの管理運営事業として、愛知県からの委託料を財源とし実

施した。 

 ＊新たな植木センターホームページ、パンフレットを作成した 

ア 緑化用樹木の生産及び造園に関する指導業務 

緑化用樹木の生産及び造園に関する指導業務を行った。 

利用者の幅広い相談に応じた。 

   イ 緑化用樹木の生産及び造園に関する研修業務 

     緑化用樹木の生産・流通及び造園・緑地管理に携わっている方などを対象に基礎講座、

実務講座、資格取得講座、一般講座等の研修を実施した。 

基礎講座 13科目、実務講座 21科目、資格取得講座 6科目、一般講座 3科目  合計43科目 

＊新たに２講座を追加（刈払機取扱作業者安全衛生教育、チェーンソー作業従事者特別教育）した 

       ＊平成28年度からインターネット（ホームページ）から申込可能とした（技能講習、特別教育除く） 

   ウ 緑化用樹木の生産及び造園に関する調査研究業務 

          愛知県緑化調査研究推進計画に基づき緑化用樹木の生産及び造園に関する調査研究を行

った。 

調査研究課題（３課題） 

・剪定切り口の保護・回復についての調査（H26～28） 

           ・ 新梢伸張抑制剤による剪定作業の軽減効果についての調査（H28～29） 

                ・剪定等により発生する枝葉の堆肥化に関する調査(H28～30) 

        ＊過去３年分の調査研究成果を「植木センター報告」にまとめた 

エ 緑化用樹木の生産及び流通に関する情報収集提供業務 

     緑化用樹木の生産及び流通に関し、情報収集及び提供を行った。 

【利用者数】              H29.3.31現在実績 

区分 平成２８年度 平成２７年度 

利用者総数（人） 34,000 33,000

研修受講者（人） 2,072 1,922

相談件数（件） 246 320
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附 属 明 細 書 

報告書の附属明細書として、記載すべき事項はありません。 

以上 


